
７月上旬に接近した台風７号及び前線などの降雨により、琵琶湖水位は平成４年の管理開始以降２
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７月上旬に接近した台風７号及び前線などの降雨により、琵琶湖水位は平成４年の管理開始以降２
番目に高いB.S.L.+７７ｃｍを記録しました。この降雨に対して、琵琶湖開発総合管理所では２４時
間体制で防災業務を実施し、琵琶湖沿岸の洪水被害を軽減させるために内水排除操作をしました。

順位 出水名 総雨量（流域平均） 降雨期間 琵琶湖水位（最高）

１ 低気圧（平成７年） ２７８ｍｍ ５月１１日～１７日 B.S.L.＋９３ｃｍ

２ 台風１８号（平成２５年） ２７８ｍｍ ９月１５日～１６日 B.S.L.＋７７ｃｍ

２ 台風７号及び前線（平成３０年） ２８７ｍｍ ７月３日～９日 B.S.L.＋７７ｃｍ

≪内水排除操作とは≫

琵琶湖の水位が上昇して河川の水位に近づくと河川
の水の勢いが弱まるので、排水ポンプを運転して河川
の水位変化の様子を見ながら水門･樋門を閉めていき
ます。琵琶湖の水が内陸側へ逆流を始めると排水ポン
プをフル稼働し、水門･樋門を全閉して内陸側の水を
強制的に排水します こうすることで 内陸側の水位

ポンプを使った排水のしくみ

※B.S.L.はBiwako Surface Levelの略で±0mが琵琶湖基準水位。
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強制的に排水します。こうすることで、内陸側の水位
が下がり、低い土地の湛水時間が短縮され浸水被害を
軽減することができます。これらの一連の操作を内水
排除操作といいます。

台風接近時における防災業務実施状況

樋門の操作 樋門操作台

稲の被害軽減

水資源機構が所有す
る１４機場全てが稼
働しました。

高島市にある

樋門の操作 樋門操作台
への昇降

高島市にある
針江排水機場
では、
７月６日から
７月１４日まで
昼夜を問わず
ポンプ運転を
しました。

針江排水機場（ポンプ） この結果 内針江排水機場（ポンプ） この結果、内
陸側の水位を
約６日間低く
維持しました。

効果発現前 効果発現後（内水排除実施中）

2018年 秋号

琵琶湖の管理情報や地域情報
を紹介する情報誌です

発行 独立行政法人水資源機構
琵琶湖開発総合管理所
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は 滋賀県大津市石山寺 1 丁目にある東寺真言宗の寺院

（通巻 第２９号）
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石山寺は、滋賀県大津市石山寺 1 丁目にある東寺真言宗の寺院

で、本尊は如意
に ょ い

輪
りん

観音
かんのん

、開基（創立者）は良弁、西国三十三所観音

霊場の第 13 番札所となっています。本堂は国の天然記念物の硅
けい

灰
かい

石
せき

（「石山寺硅灰石」）という巨大な岩盤の上に建ち、これが寺名の

由来ともなっています。また、「近江八景」の 1 つ「石山秋月」で

も知られており 2015 年に日本夜景遺産に認定されていますも知られており、2015 年に日本夜景遺産に認定されています。

なお、「あたら夜」とは「明けてしまうのが惜しいほど美しい夜」

の意味で漢字では「可惜夜」と書きます。 

【硅灰石と多宝塔(国宝)】

「石山寺 あたら夜もみじ」（紅葉ラ

イトアップ）は 2018 年 11 月 1６日

(金)～12 月 2 日(日)(17 時 30 分～

21 時)に行われます (夜間拝観料別途21 時)に行われます。(夜間拝観料別途

必要) 

 境内にある 2,000 本以上の紅葉の

樹々が国宝や重要文化財の建造物とと

もに照らし出され、夜の石山寺を美し

く彩ります。普段と異なった風景を楽
【本堂】【参道】

しめるのは期間中だけです。足を運ん

でみてはいかがでしょうか。 

【本堂】【参道】

石山寺と文学作品

石山寺は、『源氏物語』『蜻蛉日記』『更級日記』『枕草子』等
多くの文学作品に登場することでも知られています。

特に紫式部が『源氏物語』の着想を得たのも石山寺とされていま

さらしなかげろう

アクセス
住所：滋賀県大津市石山寺1-1-1 石山寺
●京阪電気鉄道石山坂本線「石山寺」駅より徒歩10分

特に紫式部が『源氏物語』の着想を得たのも石山寺とされていま
す。伝承では、寛弘元年（1004年）、紫式部が当寺に参篭した際、
八月十五夜の名月の晩に、「須磨」「明石」の巻の発想を得たとさ
れ、石山寺本堂には「源氏の間」が造られています。

さんろう

●京阪電気鉄道石山坂本線「石山寺」駅より徒歩10分
名神瀬田東IC・瀬田西ICより車5分

●駐車場 ： 有料（140台）

★ 石山寺

お問い合わせ
一般社団法人石山観光協会
TEL : 077-537-1105



琵琶湖周辺の の
長浜で初めて城主になった豊臣秀吉にちなむイベント「長浜出世まつ

り」の一環として開催されるアートインナガハマ、全国から様々なジャンル
の芸術家が集い、絵画・陶芸・彫刻など手作りの作品を展示・販売・実演
する芸術版楽市楽座（青空市） が来街者と交流

⑩長浜出世まつり【アートインナガハマ2018】 〔長浜市〕
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長
浜
市

①

琵琶湖周辺の の
琵琶湖周辺では、さまざまな秋のイベントが開催されます。
わが町のイベントや古くからある伝統的な祭りなどを紹介します。
ぜひ足を運んでみてはいいかがでしょうか。

米原曳山（ひきやま）まつりは、江戸時代後期に始まったと

する芸術版楽市楽座（青空市）で、アーティストが来街者と交流し、ファン
を増やすことで創作活動の糧になり、新たな作品が生まれています。
開催日時：2018年10月6日（土）10:00～17:00  ・ 7日（日）10:00～16:00
開催場所：長浜市中心市街地

⑨米原曳山まつり 〔米原市 〕

①
高
島
市

米
原
市

彦根市
⑧

①

⑨

⑩

いわれています。 初日は宵宮（よいみや）と呼ばれ、 提灯の
明かりに照らされた曳山が湯谷神社（ゆたにじんじゃ）までの
急な坂道を威勢のいい掛け声とともに曳行される場面は、ま
つりの最大の見せ場のひとつ。2日目の本楽（ほんらく）では、
役者と正装した若い衆らが湯谷神社までを練り歩く「御渡り
（おわたり）」が行われ、神前で、子供歌舞伎が奉納されます。
3日目の後宴（ごえん）では、 曳山を保有する各山組が自町
を巡行し、趣向をこらした子供歌舞伎が披露されます。

毎年9月に開催されているマキノ恒例のイベントで、 「収穫祭」とも呼ばれていま
す。自然豊かなマキノで、農産物の直売や特産品の販売、名物イベント「栗のイガ
投げ大会」、「もちまき大会」、「栗の重量あてクイズ」など沢山の催しが楽しめます。

①マキノカントリ－フェスタ 〔高島市〕

開催日時：2018年9月30日( 日)10:00～16:00
開催場所：【メイン会場】農業公園マキノピックランド、【サブ会場】マキノ高原

大
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草津市

⑥
⑦

②

③

④⑤

ひこねの城まつりのメインイベント。子供大名行列、風俗行

列、彦根町火消し列、一文字笠列、井伊の赤鬼家臣団列など
総勢1000名の行列が城下を練り歩き 華やかな時代絵巻を

⑧ひこねの城まつりパレード 〔彦根市〕

江戸時代に始まった天孫神社（てんそんじんじゃ）の祭礼で、湖国三大祭のひとつ。
国の重要無形民俗文化財に指定されている、湖都大津の秋を彩る絢爛豪華なお祭
りです。宵宮（よいみや）当日は、午前中に曳山（ひきやま）を飾り付け、午後に宵宮
曳きを行い、からくり人形が町屋に飾られます。夕刻になると、提灯が灯され、 お囃
子が演奏される街中で曳山をご覧いただけます。本祭（ほんまつり）では、天孫神社
前に13基の曳山が集合し、9時前に出発して丸一日をかけて街中を巡行します。 巡

②大津祭 〔大津市〕

開催日：【宵宮・登り山】 2018年10月6日（土） 【本楽・御渡り】 7日（日） 【後宴】 8日（祝）
開催場所：湯谷神社ほか

② 総勢1000名の行列が城下を練り歩き、華やかな時代絵巻を
約2時間にわたり繰り広げます。
開催日時：2018年11月3日（土）13:00～15:00
開催場所：彦根城域、彦根市内

草津の街を訪れる人々をあかりでおもてなしする「草津街
あかり 華あかり 夢あかり が 年 を迎え開催さ

③草津街あかり・華あかり・夢あかり 〔草津市〕

前に13基の曳山が集合し、9時前に出発して丸 日をかけて街中を巡行します。 巡
行中は、お囃子とともに、厄除けちまきや、各曳山の手拭いが曳山の上から撒かれ、
また各所でからくりが披露されます。
開催日時：【宵宮】2018年10月6日(土）夕刻〜21:00 【本祭】7日(日)9:00〜17:30
開催場所：天孫神社、旧大津町内

⑥八幡堀まつり～町並みと灯り～ 〔近江八幡市〕

東近江秋まつりは、二五八祭、農林

⑦東近江秋まつり 〔東近江市〕
八幡堀まつりは、 ロケ地としても有名な八幡堀

や近江商人の町並み、これらの風情や魅力を感じ
あかり・華あかり・夢あかり」が2018年で15回目を迎え開催さ
れます。約1.5㎞にわたる街道一帯に、 手作りの行灯や提灯
などの優しいあかりが灯ります。街道沿いの神社・仏閣では、
大学・専門学校などに在学するメンバーによるグループが独
創的なあかりを演出する「あかりART展」が催されるほか、草
津宿本陣にライトアップが施されます。 会場の各所では、 コ
ンサートやアート制作体験、クイズラリーなども行われ、晩秋
の草津路を堪能できます。

開催日時 2018年11月2日（金） 3日（土）18 00 21 00

開催日時：2018年10月13日（土）・14日（日）18:00～21:00
開催場所：八幡堀 周辺と町並み一帯

水産まつりなど様々なイベントが2日間
に渡って開催されます。特に「二五八
祭」は、かつて、二・五・八のつく日に市
が行われていたことから名付けられ、県
下最大級のフリーマーケットなど見どこ
ろがたくさんあります。

開催日時：【第42回二五八祭】2018年11月3日（土）9:00～15:00
【農林水産まつり】4日（日)9:20～14:00

開催場所 東近江市役所周辺

や近江商人の町並み、これらの風情や魅力を感じ
て頂くことを目的に実施されており、 ＬＥＤやローソ
クの灯り（約3,500個）で各所を情緒豊かに照らしま
す。 さらには 、 八幡山からの夜景 （ 八幡ドルの夜
景）が眺められるなど、 各所にて、魅力ある企画展

やコンサート、スタンプラリーなどが実施され、町歩
きを楽しめるイベントです。

湖北管理所 〒521-0011 滋賀県⽶原市中多良1-2
TEL.0749-52-5160

湖⻄管理所 〒520-1623 滋賀県⾼島市今津町住吉1-3-4

独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 琵琶湖開発総合管理所
琵琶湖の明⽇を⾒つめて

〒520-0243 滋賀県⼤津市堅⽥2丁⽬1-10
TEL.077-574-0680 FAX.077-574-1739秋の実りや天地自然の恵みに感謝して「そうもく千燈（せんとう）」

が馬路石邊神社（うまじいそべじんじゃ）で1990年から毎年10月第3
土曜日に行われています 。 夕刻より 、 提灯450個を使った高さ約

提灯 笠 竹を 中 う くを れた「竹あ など

④そうもく千燈 〔守山市〕
兵主大社（ひょうずたいしゃ）は、奈良時代初めに創

建され、遷座1300年を迎えた県下でも有数の古社です。
社殿南の庭園は、平安時代後期の作といわれ、現在で
は苔と紅葉彩る美しい庭園となっており、国の名勝に指
定されています。今年は、遷座1300年記念として、野洲
市歴史民俗博物館（銅鐸博物館）において兵主大社展

⑤兵主大社展 〔野洲市〕

開催日時：2018年11月2日（金）・3日（土）18:00～21:00
開催場所：草津駅東口商店街一帯、草津川跡地公園ｄｅ愛ひろば

開催場所：東近江市役所周辺

湖⻄管理所 〒520 1623 滋賀県⾼島市今津町住吉1 3 4
TEL.0740-22-1500

湖南管理所 〒525-0001 滋賀県草津市下物町1091-58
TEL.077-568-4102

琵琶湖管理 検索

10mの提灯山笠や竹を切って中にろうそくを入れた「竹あかし」など、
合わせて約千個の灯りがともされ、 神社境内や参道を美しく照らし、
幻想的な雰囲気に包まれます。
開催日時：2018年10月20日（土）16:00～
開催場所：馬路石邊神社

市歴史民俗博物館（銅鐸博物館）において兵主大社展
が開催され、兵主大社に伝来した至宝が紹介されます。
開催期間：2018年10月20日（土）～12月2日（日） ※月曜日は休館日
開館時間：9:00～17:00（入館は16:30まで）
開催場所：野洲市歴史民俗博物館
入 館 料 ：大人200円 高大生150円 小中学生100円 ※野洲市民は無料

http://www.water.go.jp/kansai/biwako/


